さんさんコンソ事業実施状況
平成20年度~平成30年度

◆平成２０年度中国地域産学官連携コンソーシアム 事業実施状況（2008年４月～2009年３月）
1・事業説明会
イベント名

実施日時

実施確認

実施場所

実施

広島ガーデンパレス
2階華の間

2009/2/26
・14時～16時

実施

山口グランドホテル
3階パールの間

中国地域産学官連携コンソーシアム
ソ事業説明会（鳥取県）

さんさんコン 2009/2/27
・14時～16時

実施

鳥取放送大学 5階講義室

中国地域産学官連携コンソーシアム
ソ事業説明会（岡山県）

さんさんコン 2009/3/3
・14時～16時

実施

岡山大学創立五十周年記念館
大会議室

中国地域産学官連携コンソーシアム
ソ事業説明会（島根県）

さんさんコン 2009/3/5
・14時～16時

実施

島根くにびきメッセ 401会議室

中国地域産学官連携コンソーシアム
ソ事業説明会（広島県）

さんさんコン 2009/2/25
・14時～16時

中国地域産学官連携コンソーシアム さんさんコン
ソ事業説明会（山口県）

２・人材育成事業
知財教育セミナー

イベント名

実施日時

実施確認

実施場所

中国地域産学官連携コンソーシアム
教育

目利き人材 2009/2/11
・10時～17時

実施

岡山大学創立五十周年記念館
大会議室

中国地域産学官連携コンソーシアム
礎セミナー

知財教育基 2009/3/17
・13時～16時30分

実施

岡山大学創立五十周年記念館
大会議室

中国地域産学官連携コンソーシアム
礎教育セミナー

知財検索基 2009/3/27
・13時～16時30分

実施

総合情報基盤センター
情報自習室（１）

３・コンソ連絡会議・外部評価委員会等
イベント名

実施日時

実施確認

実施場所

中国地域産学官連携コンソーシアム 幹事校会議

2008/12/10
・14時～16時

実施

岡山大学 農学部 中会議室

地域イノベーション創出共同体形成事業西日本ブ
ロック連絡会議

2008/12/18
・14時～16時

実施

岡山国際交流センター７階
多目的ホール

中国地域産学官連携コンソーシアム
会議

第1回連絡 2009/2/3
・14時～16時

実施

岡山市デジタルミュージアム
5階講義室

中国地域産学官連携コンソーシアム
評価委員会

第1回外部 2009/3/25
・13時30分～15時30分

実施

ホテルグランヴイア岡山
３階サファイア
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◆平成２１年度中国地域産学官連携コンソーシアム 事業実施状況（2009年４月～2010年３月）
1・対外的大型活動事業
新技術説明会

イベント名

実施日時

実施確認

実施場所

中国地域さんさんコンソ新技術説明会

2009/11/26
10時～16時30分
2009/11/27
10時～16時20分

実施

ＪＳＴサイエンスプラザ地下１階
（東京）

山陰（鳥取・島根発）新技術発明会

2009/12/8
１0時30分～１7時20分

実施

ＪＳＴサイエンスプラザ地下１階
（東京）

主催・後援のイベント

イベント名

実施日時

実施確認

実施場所

地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ創出2009 Ｉｎとっとり

2009/6/30
13時30分～19時30分
2009/7/ 1
9時15分～12時25分

参加

鳥取とりぎん文化会館

山陰発技術シーズ発表会Ｉｎとっとり

2009/9/13
１0時～１7時30分

参加

鳥取とりぎん文化会館

中四国環境ビジネスネットフォーラム

2009/10/2
13時30分～16時30分

参加

ピュアリティまきび（岡山）

ＪＳＴイノベーションプラザ広島研究成果報告会・
島根発ナノテクノロジーシンポジウム

2009/11/19
１0時～１7時

参加

くにびきメッセ国際会議場
（松江）

山陰発 技術シーズ発表会ｉｎ島根

2010/3/5
13時～17時35分

参加

くにびきメッセ６０１会議場
（松江）
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2・人材育成事業
知財教育セミナー

イベント名

実施日時

実施確認

実施場所

知財教育基礎セミナー（Ａ３） 第2回

2009/5/15
13時～16時30分

実施

岡山大学創立五十周年記念館
大会議室

知財教育基礎セミナー（Ａ３） 第3回

2009/5/22
13時～16時30分

実施

岡山大学創立五十周年記念館
大会議室

知財検索基礎教育セミナー（Ｂ１）
第２回

2009/5/27
13時～16時30分

実施

岡山大学総合情報基盤センター
情報自習室（１）

知財検索基礎教育セミナー（Ｂ１）
第3回

2009/6/10
13時～16時30分

実施

岡山大学総合情報基盤センター
情報自習室（１）

特許検索実務教育Ⅰ（Ｂ２） 第１回

2009/6/17
１3時～１6時30分

実施

岡山大学総合情報基盤センター
情報自習室（１）

特許情報活用セミナー（Ａ３・Ｂ１）
＜倉吉開催＞ 第１回

2009/7/15
１０時～１２時

実施

倉吉市立図書館

特許情報活用セミナー（Ａ３・Ｂ１）
＜倉吉開催＞ 第2回

2009/7/15
１3時～１5時

実施

倉吉市立図書館

特許情報活用セミナー（Ａ３・Ｂ１）
＜米子開催＞ 第1回

2009/7/22
１0時～１2時

実施

米子工業高等専門学校

特許情報活用セミナー（Ａ３・Ｂ１）
＜米子開催＞ 第2回

2009/7/22
１3時～１5時

実施

米子工業高等専門学校

特許情報活用セミナー（Ａ３・Ｂ１）
＜鳥取開催＞ 第1回

2009/8/20
１0時～１2時

実施

鳥取県民ふれあい会館

特許情報活用セミナー（Ａ３・Ｂ１）
＜鳥取開催＞ 第2回

2009/8/20
１3時～１5時

実施

鳥取県民ふれあい会館

特許情報活用セミナー（Ａ３・Ｂ１）
＜鳥取開催＞ 第3回

2009/8/27
１0時～１2時

実施

鳥取県民ふれあい会館

特許情報活用セミナー（Ａ３・Ｂ１）
＜鳥取開催＞ 第4回

2009/8/27
１3時～１5時

実施

鳥取県民ふれあい会館

特許検索実務教育Ⅰ（Ｂ２） 第２回

2009/10/14
１3時～１6時30分

実施

岡山大学総合情報基盤センター
情報自習室（１）

特許検索実務教育Ⅱ（Ｂ３） 第１回

2009/10/28
１3時～１6時30分

実施

岡山大学総合情報基盤センター
情報自習室（１）

特許検索実務教育Ⅱ（Ｂ３） 第2回

2009/11/11
１3時～１6時30分

実施

岡山大学総合情報基盤センター
情報自習室（１）

平成２１年度大学等研究者向けセミナー事業
岡山大学知的財産セミナー
「総合研修コース」（Ａ２） 第１回

2009/11/18
１3時～１6時30分

実施

岡山大学総合情報基盤センター
情報自習室（１）

平成２１年度大学等研究者向けセミナー事業
岡山大学知的財産セミナー
「総合研修コース」（Ａ２） 第２回

2009/12/2
１3時～１6時30分

実施

岡山大学総合情報基盤センター
情報自習室（１）

平成２１年度大学等研究者向けセミナー事業
岡山大学知的財産セミナー
「総合研修コース」（Ａ２） 第３回

2009/12/9
１3時～１6時30分

実施

岡山大学総合情報基盤センター
情報自習室（１）

技術移転に係わる目利き人材
育成研修会（鳥取地区開催）

2010/2/2
10時～17時30分

実施

県民ふれあい会館
４階中会議室２
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3・コンソ企業勧誘活動
イベント名
第８回 産学官連携推進会議
米子商工会議所シックスクラブ

実施日時
2009/6/20
9時～18時30分
2009/6/21
2009/4/24
18時～19時30分

実施確認

実施場所

参加

国立京都国際会館

参加

米子商工会議所

津山高専技術交流プラザ総会

2009/5/14
17時30分～19時30分

参加

津山アネックスホテル

中国地域経済連合会・企画会議

2009/6/22
13時30分～17時

参加

中国経済連合会（広島）

中国ＮＢＣ５：０１クラブ

2009/6/24
17時45分～19時

参加

SO＠Rビジネスポート（広島）

米子商工会議所シックスクラブ

2009/6/26
18時～19時30分

参加

米子商工会議所

米子商工会議所シックスクラブ

2009/8/28
18時～19時30分

参加

米子商工会議所

ひろしまビジネスマッチングフェア

2009/9/10
10時～17時

参加

広島県立広島産業会館

中国ＮＢＣ５：０１クラブ

2009/9/10
17時30分～19時

参加

広島中央会ＪＡビル講堂（広島）

経済産業局・発明協会セミナー

2009/9/25
13時～16時30分

参加

広島商工会議所202 号室

鳥取商工会議所ほんまちクラブ

2009/9/28
18時～20時

参加

鳥取商工会議所

グローカル事業組合 １０月例会

2009/10/23
15時～17時

参加

広島商工会議所３０８室

倉吉商工会議所中部元気クラブ

2009/10/28
１8時～20時

参加

ホテルセントパレス倉吉

ちゅうぎんビジネスクラブ商談会

2009/11/4
13時～17時

参加

福山ニューキャッスルホテル

岡山大学知恵の見本市

2009/11/6
10時～17時

参加

岡山大学創立五十周年記念館

中国ＮＢＣ５：０１クラブ

2009/11/17
17時45分～19時

参加

ひろしまハイビル２１（広島）

中国ＮＢＣ
パワーアップセミナー In山口

2009/11/24
15時～18時

参加

財団法人雇用・能力開発機構
山口センター

ごうぎんビジネスサイエンスアカデミー

2009/12/2
１5時～１8時

参加

白兎会館（鳥取）

中国ＮＢＣ５：０１クラブ

2010/2/12
17時45分～19時

参加

広島工業大学 広島校舎

中国ＮＢＣ岡山支部事業交流会

2010/2/23
15時～18時

参加

岡山国際交流センター８階

４・コンソ連絡会議・外部評価委員会等
イベント名

実施日時

実施確認

実施場所

さんさんコンソ
第2回外部評価委員会

2009/9/30
13時30分～16時00分

実施

ホテルニューオータニ鳥取
本館２階 鳳凰東の間

平成２１年度上期
コンソーシアム連絡会議

2009/10/26
１3時30分～１6時30分

実施

岡山国際交流センター
７階多目的ホール

さんさんコンソ
第3回外部評価委員会

2010/3/30
13時00分～16時00分

実施

ホテルグランヴィア岡山
３階 サファイアの間
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◆平成２２年度中国地域産学官連携コンソーシアム 事業実施状況 （2010年4月～2011年3月）
1・対外的大型活動事業
①新技術説明会
イベント名

開催日時

実施確認

開催場所

中国地域さんさんコンソ新技術説明会

2010/8/20
10時～16時50分

開催

ＪＳＴサイエンスプラザ地下１階
（東京）

山陰（鳥取・島根発）新技術発明会

2010/7/16
１0時30分～１6時30分

開催

ＪＳＴサイエンスプラザ地下１階
（東京）

山陰発技術シーズ発表会Ｉｎとっとり

2010/9/3
１0時～１7時30分

参加

米子コンべンションセンター

②経営戦略講演会
イベント名

開催日時

実施確認

開催場所

第２回経営戦略講演会

2010/6/20
14時～16時30分

開催

岡山市デジタルミュージアム
講義室

第３回経営戦略講演会

2010/11/12
13時15分～15時25分

開催

岡山ロイヤルホテル
光楽の間

第４回経営戦略講演会

2010/12/3
13時10分～16時30分

開催

岡山市デジタルミュージアム
講義室

ベンチャー立ち上げ経験者による
人材育成研修会

2010/12/10
13時30分～15時

開催

鳥取大学 広報センター

③産学官連携に係る講演等
イベント名

開催日時

実施確認

開催場所

全国大学コンソーシアム研究交流
フォーラム

2010/9/11
17時～19時

参加

大坂府立大学
中百舌鳥キャンパス

産学官民コミュニティ全国大会
Inおかやま

2010/9/11
15時30分～17時30分

参加

岡山大学創立五十周年記念館

津山地域企業-津山高専連携
ネットワーク発足会

2010/4/6
13時～16時30分

講演

津山高専 管理・一般科目棟

④コンソ紹介大規模イベント等
イベント名

開催日時

実施確認

開催場所

中四国環境ビジネスネットフォーラム

2010/11/12
10時～17時30分

共催

岡山ロイヤルホテル
光楽の間

とっとり産業フェスティバル

2010/9/3～9/4
１0時～１7時30分

後援

米子コンべンションセンター

ニューヨーク・ショーケース

2010/6/10

参加

The Ｎｉｐｐｏｎ Ｃｌｕｂ
（ニューヨーク）

国際バイオEXPO ＆
バイオアカデミックフォーラム

2010/6/30～7/2

参加

東京ビッグサイト

参加

国立京都国際会館

科学・技術フェスタIn京都

2010/6/5
9時～18時30分
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2・人材育成事業
知財教育セミナー「知財教育にかかわる人材育成の研修」
イベント名

開催日時

実施確認

開催場所

「知財教育基礎」セミナー（Ａ３）

2010/6/2
13時～16時30分

開催

岡山大学創立五十周年記念館
大会議室

「知財実務教育Ⅰ」セミナー（Ａ４）

2010/9/1
13時～16時30分

開催

岡山大学情報統括基盤センター
情報自習室（１）

「知財実務教育Ⅱ」セミナー（Ａ５）

2010/9/15
13時～16時30分

開催

岡山大学情報統括基盤センター
情報自習室（１）

特許検索基礎教育（Ｂ１）

2010/6/16
13時～16時30分

開催

岡山大学情報統括基盤センター
情報自習室（１）

特許検索実務教育Ⅰ（Ｂ２）

2010/6/30
１3時～１6時30分

開催

岡山大学情報統括基盤センター
情報自習室（１）

特許検索実務教育Ⅱ（Ｂ３）

2010/7/21
１3時～１6時30分

開催

岡山大学情報統括基盤センター
情報自習室（１）

特許情報活用セミナーⅠ（Ａ３・Ｂ１）
＜倉吉開催＞

2010/7/8
10時～１5時

開催

倉吉交流プラザ
情報交流室

特許情報活用セミナーⅠ（Ａ３・Ｂ１）
＜鳥取開催＞

2010/7/15
10時～１5時

開催

鳥取県民ふれあい会館
パソコン研究室

特許情報活用セミナーⅠ（Ａ３・Ｂ１）
＜米子開催＞

2010/8/19
10時～１5時

開催

米子工業高等専門学校

特許情報活用セミナーⅡ（Ａ３・Ｂ１）
＜倉吉開催＞

2010/8/27
10時～１4時30分

開催

倉吉交流プラザ 第１研修室

特許情報活用セミナーⅡ（Ａ３・Ｂ１）
＜米子開催＞

2010/9/9
13時～１6時

開催

米子市立図書館
大会議室

「知財教育基礎」セミナー（Ａ３）

2010/10/12
13時～16時30分

開催

岡山大学創立五十周年記念館
大会議室

「知財実務教育Ⅰ」セミナー（Ａ４）

2011/1/19
13時～16時30分

開催

岡山大学情報統括基盤センター
情報自習室（１）

「知財実務教育Ⅱ」セミナー（Ａ５）

2011/2/2
13時～16時30分

開催

岡山大学情報統括基盤センター
情報自習室（１）

特許検索基礎教育（Ｂ１）

2010/10/19
13時～16時30分

開催

岡山大学情報統括基盤センター
情報自習室（１）

特許検索実務教育Ⅰ（Ｂ２）

2010/11/9
１3時～１6時30分

開催

岡山大学情報統括基盤センター
情報自習室（１）

特許検索実務教育Ⅱ（Ｂ３）

2010/11/30
１3時～１6時30分

開催

岡山大学情報統括基盤センター
情報自習室（１）

平成２２年度大学等研究者向けセミナー事業
岡山大学知的財産セミナー 第１回
「外国出願・ＰＣＴ制度活用セミナー」（Ａ２）

2010/12/2
１3時～１6時30分

開催

岡山大学情報統括基盤センター
情報自習室（１）

平成２２年度大学等研究者向けセミナー事業
岡山大学知的財産セミナー 第２回
「パテントマップ作成セミナー」（Ａ２）

2010/12/15
１3時～１6時30分

開催

岡山大学情報統括基盤センター
情報自習室（１）

平成２２年度大学等研究者向けセミナー事業
鳥取大学知的財産セミナー 第1回
「パテントマップ作成セミナー」（Ａ２）

2010/11/20
１3時～１7時

開催

鳥取大学 湖山キャンパス
VBL棟 ４階 セミナー室

平成２２年度大学等研究者向けセミナー事業
鳥取大学知的財産セミナー 第2回
「医薬・バイオ分野特許セミナー」（Ａ２）

2010/12/22
13時～17時

開催

鳥取大学 米子キャンパス
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3・コンソ企業勧誘活動
イベント名

開催日時

実施確認

開催場所

中小企業家同友会

2010/4/28
13時30分～15時

参加

クリスタルプラザ広島

米子商工会議所シックスクラブ

2010/4/23
18時～19時30分

参加

米子商工会議所

中国ＮＢＣ５：０１クラブ

2010/7/2
16時30分～19時

参加

SO＠Rビジネスポート

鳥取大学振興協力会中部地区交流会

2010/7/27
16時45分～19時30分

参加

ホテルセントパレス倉吉

ひろしまビジネスマッチングフェア

2010/9/16
10時～17時

参加

広島県立広島産業会館

中国ＮＢＣ５：０１クラブ

2010/9/9
17時45分～19時

参加

ＪＡビル講堂

岡山大学知恵の見本市

2010/11/5
10時～17時

参加

岡山大学創立五十周年記念館

中国ＮＢＣ 岡山県支部講演会

2010/10/29
15時30分～19時30分

参加

岡山コンベンションセンター

西部地区企業による鳥取大学訪問

2010/11/29
15時00分～19時

参加

鳥取大学

４・コンソ連絡会議・外部評価委員会等
イベント名

開催日時

実施確認

開催場所

平成２１年度下期
さんさんコンソ連絡会議

2010/5/14
１3時30分～１6時30分

開催

岡山国際交流センター
７階 多目的ホール

さんさんコンソ
第４回外部評価委員会

2010/10/20
13時30分～17時

開催

ホテルグランヴィア岡山
３階 クリスタルの間

平成２２年度上期
さんさんコンソ連絡会議

2010/11/12
１3時30分～１6時30分

開催

岡山国際交流センター
７階 多目的ホール
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◆平成２３年度中国地域産学官連携コンソーシアム 事業実施状況（2011年4月～2012年3月）
1・対外的大型活動事業
①新技術説明会・シーズ発表会
イベント名

開催日時

実施確認

開催場所

山陰（鳥取・島根発）新技術発明会

2011/07/08
11：00～17：20

開催

ＪＳＴサイエンスプラザ地下１階
（東京）

中国地域さんさんコンソ新技術説明会

2011/11/25
10：00～16：40

開催

ＪＳＴサイエンスプラザ地下１階
（東京）

山陰発技術シーズ発表会Ｉｎとっとり2011

2011/08/26
13：00～16：35

開催

鳥取産業体育館 小体育館

食品分野研究シーズ発表会in大田

2012/03/09
14：00～17：55

後援

島根県立男女共同参画ｾﾝﾀｰ
「あすてらす」3Ｆ

②経営戦略講演会
イベント名

開催日時

実施確認

開催場所

第６回経営戦略講演会

2011/06/24
15：00～17：00

開催

岡山大学創立五十周年記念館
大会議室

第７回経営戦略講演会

2011/09/07
14：00～15：50

開催

岡山市デジタルミュージアム
４Ｆ 講義室

第８回経営戦略講演会
（B-netフォーラム2011との共催）

2011/11/11
14：15～15：20

開催

第９回経営戦略講演会
（バイオフロンティアシンポジウムと合同開催）

2012/03/06
13：20～17：15

合同開催

メルパルクOKAYAMA
米子コンベンションセンター
第７会議室

③産学官連携に係る講演・会議等
イベント名

開催日時

開催場所

岡山大学環境管理センター公開シンポジウム

2011/06/25
13：00～17：00

参加

岡山大学創立五十周年記念館
大会議室

第4回中国地域5大学連携実務者会議

2011/07/07
15：00～16：30

参加

広島大学
広仁会館 中会議室

第7回バイオマス科学会議合同フォーラム

2012/01/18
14：30～17：00

参加

岩手県民情報交流センター

岡山大学「東日本大震災の災害廃棄物処理の現状と課 2012/01/24
9：30～17：00
題」セミナー

参加

岡山大学創立五十周年記念館
大ホール

JST「産学官連携お役立ちﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ説明会」＆さんさ
んコンソ「東日本大震災復興支援活動」の報告会

2012/02/17
13：30～16：30

共催

ホテルグランヴィア岡山
３階 クリスタルの間

産学官連携による鳥取県内中小企業向け海外経営戦
略セミナー

2012/02/29
13：30～17：00

共催

ホテルニューオータニ鳥取
２階 鳳凰の間

さんさんコンソ第1回
未利用資源活用ワークショップ

2012/02/15
13：30～16：30

開催

(株)センコースクールファーム鳥取

④コンソ紹介大規模イベント等
イベント名

開催日時

実施確認

開催場所

第10回国際バイオEXPO ＆
第10回バイオテクノロジー国際会議

2011/06/29～07/01
10：00～18：00

参加

東京ビッグサイト

地域イノベーション創出2011inおかやま

2011/07/20
13：00～17：10

参加

岡山コンベンションセンター
1Ｆ イベントホール

資源の循環利用を考えるシンポジウム

2011/08/09
13：30～17：10

共催

とりぎん文化会館
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バイオマスエキスポ2011
環境バイオマスフォーラム

2011/10/20
13：30～14：20

参加

東京ビッグサイト

中四国環境ビジネスネット（Ｂ-ｎｅｔ）フォーラム2011

2011/11/11
13：00～17：30

共催

メルパルクOKAYAMA
1Ｆ 泰平

アグリビジネス創出フェア2011

2011/11/30～12/02
9：30～16：30

参加

幕張メッセ

中国四国アグリビジネス創出フェア2011

2011/12/16
10：00～16：00

参加

岡山コンベンションセンター
1Ｆ イベントホール

2012/03/06
13：20～17：15

合同開催

米子コンベンションセンター
第７会議室

バイオフロンティアシンポジウム

2・人材育成事業
①知財教育セミナー
「知財教育にかかわる人材育成の研修」
イベント名

開催日時

実施確認

開催場所

「知財基礎教育」セミナー（Ａ１）

2011/06/15（第１回）
13：00～16：30

開催

岡山大学創立五十周年記念館
大会議室

「知財経営戦略」セミナー（Ａ５）

2011/07/20（第１回）
13：00～16：30

開催

岡山大学創立五十周年記念館
大会議室

知財検索基礎教育（Ｂ１）

2011/06/29（第１回）
13：00～16：30

開催

岡山大学情報統括基盤センター
情報自習室（１）

特許検索実務教育Ⅰ（Ｂ２）

2011/07/13（第１回）
13：00～16：30

開催

岡山大学情報統括基盤センター
情報自習室（１）

特許検索実務教育Ⅱ（Ｂ３）

2011/07/27（第１回）
13：00～16：30

開催

岡山大学情報統括基盤センター
情報自習室（１）

知的財産インターンシップ実習（1）（Ａ1・Ｂ１）

2011/08/09(４日間コース開催
①）

鳥取大学
工学部 ものづくり教育実践センター

知的財産インターンシップ実習（1）（Ａ1・Ｂ１）

2011/08/25(４日間コー
スｰ②）

開催

鳥取大学
工学部 ものづくり教育実践センター

知的財産インターンシップ実習（1）（Ａ1・Ｂ１）

2011/09/06(４日間コース開催
③）

鳥取大学
工学部 ものづくり教育実践センター

知的財産インターンシップ実習（1）（Ａ1・Ｂ１）

201109/07(４日間コース開催
④）

知的財産インターンシップ実習（2）（Ａ２）

2011/09/26、(３日間コー
ス-①）

開催

青山特許事務所

知的財産インターンシップ実習（2）（Ａ２）

2011/09/27(３日間コース開催
②）

青山特許事務所

知的財産インターンシップ実習（2）（Ａ２）

2011/09/28(３日間コース開催
③）

青山特許事務所

「知財基礎教育」セミナー（Ａ１）

2011/10/04（第２回）
13：00～16：30

開催

岡山大学創立五十周年記念館
大会議室

知財検索基礎教育（Ｂ１）

2011/10/25（第２回）
13：00～16：30

開催

岡山大学情報統括基盤センター
情報自習室（１）

特許検索実務教育Ⅰ（Ｂ２）

2011/11/01（第２回）
13：00～16：30

開催

岡山大学情報統括基盤センター
情報自習室（１）

特許検索実務教育Ⅱ（Ｂ３）

2011/11/15（第２回）
13：00～16：30

開催

岡山大学情報統括基盤センター
情報自習室（１）
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鳥取大学
工学部 ものづくり教育実践センター

「知財実務教育Ⅰ」セミナー（Ａ２）

2011/11/29
13：00～16：30

開催

岡山大学情報統括基盤センター
情報自習室（１）

「知財実務教育Ⅱ」セミナー（Ａ３）

2011/12/06
13：00～16：30

開催

岡山大学情報統括基盤センター
情報自習室（１）

コンピュータソフトウェア著作権セミナー
（A２）

2011/12/13
13：30～16：30

開催

鳥取大学 広報センター
スペースC

「知財実務教育Ⅲ」セミナー（Ａ４）

2012/01/14
13：00～16：30

開催

岡山大学創立五十周年記念館
大会議室

「知財経営戦略」セミナー（Ａ５）

2012/02/14（第２回）
13：00～16：30

開催

岡山大学創立五十周年記念館
大会議室

知的財産セミナー（A２）

2012/03/07
14：30～16：30

開催

島根大学
総合理工学部１号館

知財フォーラム
「創薬知的財産学」講義

2011/07/14、07/20、
07/25、08/05

開催

岡山大学 薬学部

②目利き人材教育
「大学ｼｰｽﾞが産業界のﾆｰｽﾞに適合するかどうか判断できる人材育成の研修」
事業名
平成23年度 技術移転に係わる目利き 人材育成プログラム
【国の支援制度】研修

開催日時
2012/02/10
10：00～15：40

農林水産委託事業
2012/01/23～24
H23年度 農林水産・食品産業分野コーディネーター人材育成
10：00～17：00
研修

実施確認

開催場所

参加

（独）科学技術振興機構 東京本部
サイエンスプラザB1F JSTホール

参加

岡山国際交流センター
５Ｆ 会議室

3・コンソ企業勧誘活動
イベント名
岡山大学知恵の見本市 2011

開催日時
2011/11/5
10：0017：00

平成23年度太平洋・瀬戸内海・日本海縦断技術士会in 2011/09/17
12：45～17：15
岡山

開催場所
参加

岡山大学創立五十周年記念館

参加

倉敷市児島産業振興センター

４・コンソ連絡会議・外部評価委員会等
イベント名

開催日時

開催場所

平成２２年度下期
さんさんコンソ連絡会議

2011/05/13
１3：30～１6：30

開催

岡山コンベンションセンター
407会議室

さんさんコンソ
第６回外部評価委員会

2011/09/29
13：30～17：30

開催

ホテルグランヴィア岡山
３階 パールの間

平成２３年度上期
さんさんコンソ連絡会議

2011/11/10
１3：30～１6：30

開催

ホテルグランヴィア広島
３階 天平の間

さんさんコンソ
第７回外部評価委員会

2012/03/28
13：00～17：00

開催

ホテルニューオータニ鳥取
２階 鳳凰の間

５・研究者派遣事業
事業名
研究開発意見交換会
専門家派遣サービス

開催日時
2011/07/01
１3：30～１6：30
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開催場所
開催

広島市

◆平成２４年度中国地域産学官連携コンソーシアム 事業実施状況（2012年4月～2013年3月）
1・対外的大型活動事業
①新技術説明会・シーズ発表会
イベント名

開催日時

実施確認

開催場所

平成２４年度 山陰（鳥取・島根）発新技術説明会

2012/7/13
10：30～17：00

共催

ＪＳＴ東京別館ホール
（東京・市ヶ谷）

中国地域さんさんコンソ新技術説明会

2012/11/9
10：30～16：40

主催

ＪＳＴ東京別館ホール
（東京・市ヶ谷）

山陰発技術シーズ発表会Ｉｎとっとり2012

2012/10/5
13：00～17：00

共催

米子コンベンションセンター BIG SHIP
（米子市）

②経営戦略講演会
イベント名

開催日時

実施確認

開催場所

第10回経営戦略講演会

2012/07/27
13：40～16：30

主催

岡山国際交流センター
７階 多目的ホール

第11回経営戦略講演会

2013/1/29
14：00～16：30

主催

岡山国際交流センター
７階 多目的ホール

③産学官連携に係る講演・会議等
イベント名

開催日時

開催場所

さんさんコンソ第2回
未利用資源活用ワークショップ

2012/08/29
13：30～16：30

主催

鳥取大学
広報センター 2階 スペースＣ

広域型産学官連携事業者合同シンポジウム

2012/10/25
13：15～17：45

共催

ＪＳＴ旧ホール 大会議室

資源の循環利用を考えるシンポジウム

2012/11/14
14：00～17：30

共催

とりぎん文化会館（鳥取市）

地域の水産資源活用セミナー

2012/12/21
13：30～18：15

共催

境港商工会議所 大ホール

④コンソ紹介大規模イベント等
イベント名

開催日時

実施確認

開催場所

BIO tech 2012
第11回国際バイオテクノロジー展/技術会議

2012/04/25～27

出展

東京ビッグサイト

トマトアグリフードフェア2012

2012/07/31
10：00～16：45

出展

岡山コンベンションセンター

中四国環境ビジネスネット（Ｂ-ｎｅｔ）フォーラム2012

2012/11/16
13：00～18：30

出展

岡山ロイヤルホテル 光楽の間

nano tech 2013
第12回国際ナノテクノロジー総合展・技術会議

2013/01/30～
2013/02/01
10：00～17：00

出展

東京ビッグサイト

共同研究マッチング交流会

2013/03/15
13：00～17：00

出展予定

エルおおさか本館10階
(大阪市中央区北浜東3-14)
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2・人材育成事業
①知財教育セミナー
「知財教育にかかわる人材育成の研修」
イベント名

開催日時

実施確認

開催場所

「知財基礎教育」セミナー（Ａ１）

2012/05/15（第１回）
13：00～16：30

主催

岡山大学創立五十周年記念館
大会議室

「知財実務教育Ⅰ」セミナー（Ａ２）

2012/05/30（第１回）
13：00～16：30

主催

岡山大学 情報統括センター
情報j実習室（4）

「知財実務教育Ⅱ」セミナー（Ａ３）

2012/06/13（第１回）
13：00～16：30

主催

岡山大学 情報統括センター
情報j実習室（4）

「知財実務教育Ⅲ」セミナー（Ａ４）

2012/06/25（第１回）
13：00～16：30

主催

岡山大学創立五十周年記念館
大会議室

知財検索基礎教育（Ｂ１）

2012/07/11（第１回）
13：00～16：30

主催

岡山大学 情報統括センター
情報j実習室（4）

特許検索実務教育Ⅰ（Ｂ２）

2012/07/25（第１回）
13：00～16：30

主催

岡山大学 情報統括センター
情報j実習室（4）

特許検索実務教育Ⅱ（Ｂ３）

2012/09/05（第１回）
13：00～16：30

主催

岡山大学 情報統括センター
情報j実習室（4）

平成24年度鳥取大学知的財産インターシップ
セミナー

20102/08/10

主催

鳥取大学
工学部 ものづくり教育実践センター

平成24年度鳥取大学知的財産インターシップ
実習（1）

20102/08/20

主催

鳥取大学
工学部 ものづくり教育実践センター

平成24年度鳥取大学知的財産インターシップ
実習（1）

20102/08/28

主催

鳥取大学
工学部 ものづくり教育実践センター

平成24年度鳥取大学知的財産インターシップ
実習（1）

20102/09/03

主催

鳥取大学
工学部 ものづくり教育実践センター

平成24年度鳥取大学知的財産インターシップ
実習（2）

20102/09/24

主催

青山特許事務所（大阪市中央区城見1丁目3番
7号 IMPビル）

平成24年度鳥取大学知的財産インターシップ
実習（2）

20102/09/25

主催

青山特許事務所（大阪市中央区城見1丁目3番
7号 IMPビル）

平成24年度鳥取大学知的財産インターシップ
実習（2）

20102/09/26

主催

青山特許事務所（大阪市中央区城見1丁目3番
7号 IMPビル）

「知財基礎教育」セミナー（Ａ１）

2012/10/02（第２回）
13：00～16：30

主催

岡山大学創立五十周年記念館
大会議室

「知財実務教育Ⅰ」セミナー（Ａ２）

2012/10/17（第２回）
13：00～16：30

主催

岡山大学 研究推進産学官連携機構 ２階
ミーティング室

「知財実務教育Ⅱ」セミナー（Ａ３）

2012/10/31（第２回）
13：00～16：30

主催

岡山大学 情報統括センター
情報j実習室（4）

「知財実務教育Ⅲ」セミナー（Ａ４）

2012/11/12（第２回）
13：00～16：30

主催

岡山大学創立五十周年記念館
大会議室

知財検索基礎教育（Ｂ１）

2012/11/28（第２回）
13：00～16：30

主催

岡山大学 情報統括センター
情報j実習室（4）

特許検索実務教育Ⅰ（Ｂ２）

2012/12/05（第２回）
13：00～16：30

主催

岡山大学 情報統括センター
情報j実習室（4）

特許検索実務教育Ⅱ（Ｂ３）

2013/01/16（第２回）
13：00～16：30

主催

岡山大学 情報統括センター
情報j実習室（4）

創薬知的財産学集中講義

20102/07/12

協力

薬学部１号館第3講義室
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②目利き人材教育
「大学ｼｰｽﾞが産業界のﾆｰｽﾞに適合するかどうか判断できる人材育成の研修」
事業名
産学連携における利益相反の問題点と
マネジメント方法を学ぶ「利益相反セミナー」

開催日時
2013/03/15
15：00～16：30

実施確認
主催

開催場所
鳥取大学 広報センター ２階 スペースＣ

３・コンソ企業勧誘活動
イベント名

開催日時

開催場所

岡山大学知恵の見本市 2012

2012/11/02
10：00～17：00

参加

岡山大学創立五十周年記念館

第８１回広島５０１クラブ

2012/06/20
17：10～19：00

参加

広島ビジネスタワー （リコージャパン(株)中国営
業本部 内）

第８２回広島５０１クラブ＆「カタログ・メッセ」

2012/08/28
17：10～19：00

参加

広島ビジネスタワー （リコージャパン(株)中国営
業本部 内）

第８３回広島５０１クラブ

2012/10/24
17：10～19：00

参加

広島市中区(電気ビル）

４・コンソ連絡会議・外部評価委員会等
イベント名

開催日時

開催場所

平成２３年度下期
さんさんコンソ連絡会議

2012/04/20
１3：30～１6：30

主催

岡山国際交流センター
５回 会議室(１)

さんさんコンソ
第８回外部評価委員会

2012/09/13
13：30～17：30

主催

ピュアリティまきび
２階 白鳥の間

平成２４年度上期
さんさんコンソ連絡会議

2012/10/15
１3：30～１7：00

主催

岡山大学
本部棟 ６階 第１会議室

第１回さんさんコンソコーディネーター会議

2012/12/10
14：30～17：30

主催

岡山大学
本部棟 ６階 第１会議室

さんさんコンソ
第９回外部評価委員会

2013/02/28
13：00～17：00

主催

岡山大学
本部棟 ６階 第１会議室

平成２４年度下期
さんさんコンソ連絡会議

2013/03/07
１3：30～１7：00

主催

岡山大学
本部棟 ６階 第１会議室

５・研究者派遣事業
事業名
研究開発意見交換会
専門家派遣サービス

開催日時
2012/08/10
11：00～17：00

開催場所
派遣
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広島市

平成２５年度 さんさんコンソ事業実施状況
イベント

ＪＳＴ新技術説明会
◎山陰（鳥取・島根）発新技術説明会
◎中国地域さんさんコンソ新技術説明会
マッチングイベント
◎地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ創出inやまぐち2013
◎山陰発技術シーズ発表会
◎しんきん合同ビジネス交流会
◎岡山大学知恵の見本市2013
◎B-netフォーラム
◎産から学へのプレゼンテーションin岡山
◎産学連携セミナー（WizBiz社との連携事業）
◎おかやま信金ビジネス交流会
会議等
◎中国地域産学官コラボレーション会議・全体会議
◎さんさんコンソコーディネータ連絡会議（第２回）
◎平成２５年度外部評価委員会
人材育成
◎知財セミナー
◆岡山開催
◇知財教育セミナー
◆鳥取開催
◇「知的財産インターンシップ」知財セミナー
◇インターンシップ実習①
◇インターンシップ実習②
その他事業活動
◎（独）医薬基盤研究所「創薬支援ネットワーク」事業説明会
◆広島会場
◆岡山会場
◆鳥取会場（WEB中継）
◎「資源の循環利用を考えるシンポジウム」
◎WizBiz社との連携
◆WizBiz産学連携サイトへの掲載シーズ募集
◆WizBizメールマガジンへの掲載（毎月末）

期日

会場

平成２５年７月１２日(金)
平成２５年９月２０日(金)

グランキューブ大阪
ＪＳＴ 東京別館ホール

平成２５年７月２３日(火)
平成２５年９月６日(金)
平成２５年９月１１日(火)
平成２５年１１月１日(金)
平成２５年１１月２７日(水)
平成２５年１２月５日(木)
平成２６年３月１３日(木)
平成２６年３月２０ 日(木)

海峡メッセ下関
鳥取県民体育館
コンベックス岡山
岡山大学
岡山ロイヤルホテル
岡山コンベンションセンター
WizBiz社・東京
岡山コンベンションセンター

平成２５年７月２３日(火)
平成２５年１２月５日(木)
平成２６年３月２５日(火)

海峡メッセ下関
岡山コンベンションセンター
岡山大学

年８回

岡山大学

平成２５年８月２０日(火)
8/23(金)、8/27(火)、9/2(月)
9/24（火）,9/25（水）,9/26（木）

鳥取大学
鳥取大学
特許事務所（大阪）

平成２６年９月１２日(金)
平成２６年９月２６日(木)
平成２６年９月２６日(木)
平成２５年９月２７日(金)

広島大学 霞キャンパス
岡山大学 鹿田キャンパス
鳥取大学 米子キャンパス
鳥取県立図書館 大研修室・小研修室

5/23(木)、10/3(木)、10/17(木)、11/6(水)、
11/21(木)、6/12(水)、7/3(水)、7/24(水)

５月,６月,７月,８月,１０月,１１月,１月,２月,３月
５月,６月,７月,８月,１０月,１１月,１月,２月,３月
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平成２６年度 さんさんコンソ事業実施状況
イベント

開催日

会場

参加人数 主催

ＪＳＴ新技術説明会
◎ 山陰（ 鳥取・ 島根） 発新技術説明会
◎ 中国地域さんさんコンソ新技術説明会

平成２６年７月４日(金)

大阪市・大阪商工会議所

118名

共催

平成２６年１０月３１日(金)

ＪＳＴ 東京別館ホール

延べ408名

主催

平成２６年７月２日（水）

鳥取市・とりぎん文化会館

220名

参加

平成２６年９月２６日(金)

米子コンベンションセンター

約60名

主催

平成２６年９月１０日（水）

岡山市・コンベックス岡山

3700名

参加

平成２６年１０月１０日（金）

鳥取大学

平成２６年１１月１４日(金)

岡山大学

平成２６年１１月２０日（木）

岡山市・メルパルク岡山

約150名

後援

平成２６年１２月１６日（火）

岡山コンベンションセンター

192名

共催

平成２７年２月１７日(火）～１８日〈水〉

岡山大学鹿田キャンパス

参加

平成２７年３月18日（水）

岡山コンベンションセンター

参加

中国地域産学官コラボレーション会議全体会議
コンソ運営会議( 正会員・ 特別会員)
さんさんコンソコーディネータ連絡会議
外部評価委員会
さんさんコンソ企画会議（ WEB 会議）

平成２６年７月２日（水）

鳥取市・とりぎん文化会館

参加

平成２６年５月２９日（金）

岡山大学

主催

平成２６年１２月１６日（火）

岡山コンベンションセンター

主催

平成２７年３月２５日(水)

岡山大学

主催

◆ 第１回 WEB会議

平成２６年９月３日（水）

主催

◆ 第２回 WEB会議

平成２６年１２月４日（木）

主催

マッチングイベント等
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮ ﾝ創出in 鳥取2 0 1 4
山陰発技術シーズ発表会in とっとり2 0 1 4
第１０回しんきん合同ビジネス 交流会
資源の循環利用を考え るシンポジウム
岡山大学知恵の見本市
B - n e tフォーラム
産から学へのプレゼンテーションin 岡山( 第２回目)
中央西日本メディカル・ イノ ベーション2 0 1 5
第1 6 回おかやましんきんビジネス 交流会

共催
参加

会議等
◎
◎
◎
◎
◎

人材育成
◎ 知財セミナー
◆ 岡山開催
◇ 知財基礎教育セミナー（Aコース）

年7回
5/13(火）、6/11(水)、7/9(水)、8/6(水)

岡山大学

合計250名

主催

◇ 特許検索教育セミナー（Bコース）

9/10（水）、10/8（水）、11/15（水）

岡山大学

合計83名

主催

◇ 特許基礎セミナー

平成２６年９月４日（木）

鳥取大学工学部

5名

主催

◇ 特許検索セミナー

平成２６年９月５日（金）

鳥取大学工学部

6名

主催

◇ インターンシップ実務実習

平成２６年９月１６日（火）～１８日（木）

大阪・青山特許事務所

3名

主催

東京・WizBiz社

約10社

◆ 鳥取開催

その他事業活動
◎ WizB iz社との連携
◆ WizBiz産学連携サイトへの掲載シーズ提供
◆ WizBizメールマガジンへの掲載（毎月末）
◆ WizBiz産学連携セミナー
◎ ナノ テクノ ロジープラットフォーム事業説明会
◆ 岡山大学会場
WEB中継 （鳥取大学・広島大学・福山大学・山口大
◆
学・松江高専）
◎ つな がろう ！産学官連携・ 交流セミナー

４月、６月、９月１０月、１１月、１２月
４月、６月、９月１０月、１１月、翌１月
平成２７年１月２８日（水）

平成２７年２月２７日（金）

平成２７年３月２４日(火)

五十周年記念館
合計72名
岡山ロイヤルホテル

主催

参加
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■平成２７年度 さんさんコンソ事業実施状況■
イベント
ニーズ・シーズの情報発信
◎ 山陰（鳥取・島根）発新技術説明会
◎ 第11回しんきん合同ビジネス交流会
◎ 第1回しんくみビジネスマッチング
◎ 資源の循環利用を考えるシンポジウム
◎ 中国地域さんさんコンソ新技術説明会
◎ B-netフォーラム2015
◎ 中国地域「産から学へのプレゼンテーション」
◎ 岡山大学知恵の見本市2015
◎ 中央西日本 メディカル・イノベーション2016
さんさんコンソの事業の紹介
◎ 産学官連携学会 第１３回大会
◎ 中国地域産学官コラボレーション企画会議
◎ 中国地域産学官コラボレーション全体会議
地域イノベーション創出2015 in 広島
さんさんコンソ会議等
◎ コンソ運営会議(正会員・特別会員)
◎ さんさんコンソコーディネータ連絡会議
◎ 外部評価委員会
◎ さんさんコンソ企画会議（WEB会議）
人材育成
◎ 知財セミナー
◆ 岡山開催
◇ 知財基礎教育セミナー（Aコース） ４回
◇ 特許検索教育セミナー（Bコース） ３回
◆ 鳥取開催
◇ 特許基礎セミナー
◇ 特許検索セミナー
◇ インターンシップ実務実習
その他事業活動
◎ CPAS Netの運用・更新
◎ HPの運用とメールマガジンの発行
◎ WizBiz社との連携
◆ WizBiz産学連携サイトへの掲載シーズ提供
◆ WizBizメールマガジンへの掲載（毎月末）
◆ WizBiz産学連携セミナー
◎NEDO「産学連携技術開発ワークショップ」

開催日

会場

平成２７年７月７日（火）
平成２７年９月９日（水）
平成２７年１１月１１日（水）
平成２７年１０月１６日（金）
平成２７年１１月５日（木）
平成２７年１１月１３日（金）
平成２７年１１月２６日（木）
平成２７年１２月５日(金)
平成２８年２月１６日（火）～１７日（水）

JST東京本部別館
岡山市・コンベックス岡山
笠岡市・笠岡総合体育館
鳥取大学広報センター2階
JST東京本部別館
岡山コンベンションセンター
岡山コンベンションセンター
岡山大学
岡山大学鹿田キャンパス

平成２７年６月２５日（木）～２６日（金）
毎月
平成２７年７月１６日（木）
平成２７年７月１６日（木）

北見工業大学
中国経済連合会
JMSアステールプラザ
JMSアステールプラザ

平成２７年５月２９日〈金〉
平成２８年１月２９日（金）
平成２８年３月２２日（火）
5/22（金）、7/1（水）、9/28（月）

岡山大学
岡山大学
岡山大学

年7回
5/19(火）、6/23(火)、7/14(火)、8/25(火)
9/30（水）、10/21（水）、11/18（水）

岡山大学
岡山大学

平成２７年９月７日（月）
平成２７年９月８日（火）
平成２７年９月１４日（月）～１６日（水）

鳥取大学
鳥取大学
大阪・青山特許事務所

随時
随時
５月、７月、８月、１１月、１２月
毎月
平成２８年１月２６日（火）
平成２８年１月２９日（金）

東京・WizBiz社
岡山大学・連携機構
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平成28年度 さんさんコンソ事業実施状況
イベント
ニーズ・シーズの情報発信
◎ 第17回おかやましんきんビジネス交流会
◎ 材料分野、ライフサイエンス分野（山陰発）新技術説明会
◎ 第12回しんきん合同ビジネス交流会
◎ 第2回しんくみビジネスマッチング
◎ 中国地域「産から学へのプレゼンテーション」
◎ 資源の循環利用を考えるシンポジウム
◎ ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ、材料・装置分野（さんさんコンソ）新技術説明会
◎ 岡山大学知恵の見本市2016
◎ B-netフォーラム2016
◎ 中央西日本 メディカル・イノベーション2017
さんさんコンソの事業の紹介
◎ 産学官連携学会 第１4回大会
◎ 中国地域産学官コラボレーション企画会議
◎ 中国地域産学官コラボレーション会議
地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ創出2016 in 岡山
◎ 第21回岡山リサーチパーク研究・展示発表会
さんさんコンソ会議等
◎ コンソ運営会議(正会員・特別会員)
◎ さんさんコンソコーディネータ連絡会議
◎ 外部評価委員会
人材育成
◎ 知財セミナー
◆ 岡山開催
◇ 知財基礎教育セミナー（Aコース） ４回
◇ 特許検索教育セミナー（Bコース） ３回
◆ 鳥取開催
◇ 特許基礎セミナー
◇ 特許検索セミナー
◇ インターンシップ実務実習
その他事業活動
◎ 戦略的情報通信研究開発推進事業（SCOPE）説明会
◎ 平成29年度戦略的情報通信研究開発推進事業（SCOPE）説明会
◎ CPAS Netの運用・更新
◎ HPの運用とメールマガジンの発行
◎ WizBiz社との連携
◆ WizBiz産学連携サイトへの掲載シーズ提供
◆ WizBizメールマガジンへの掲載（毎月末）

開催日

会場

平成28年4月8日（金）
平成28年7月14日(木)
平成28年9月14日（水）
平成28年11月9日（水）
平成28年9月29日（木）
平成28年10月14日(金)
平成28年11月1日（火）
平成28年11月11日(金)
平成28年11月15日（火）
平成29年3月14日（火）

岡山コンベンションセンター
JST東京本部別館
コンベックス岡山
笠岡総合体育館
メルパルク広島
鳥取大学
JST東京本部別館
岡山大学
岡山コンベンションセンター
岡山大学鹿田キャンパス

平成28年6月16日(木)～6月17日(金)
毎月
平成28年7月22日(金)
平成28年7月22日(金)
平成29年1月18日(水)～19日(木9

静岡県浜松市
中国経済連合会
岡山コンベンションセンター
岡山コンベンションセンター
コンベックス岡山

平成28年5月20日〈金〉
平成28年9月29日(木)
平成29年3月 3日（金）

岡山大学
メルパルク広島
岡山大学

年7回
5/24(火）、6/21(火)、7/19(火)、8/9(火)
9/7(水)、10/12(水)、11/16(水)

岡山大学
岡山大学

9月5日（月）
9月6日(火)
9月12日(月)～9月14日(水)
平成28年 9月20日（火）
平成28年12月26日(月)、平成29年1月12日
(木)
随時
随時
毎月
毎月

鳥取大学
鳥取大学
特許事務所（大阪）
岡山大学
岡山大学（12/26）、鳥取大学（1/12）
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■ 平成２９年度

さんさんコンソ事業実施状況■

イベント
ニーズ ・ シ ーズ の情報発信
◎ 山陰（ 鳥取・ 島根） 発新技術説明会
◎ 中国地域「 産から学へのプレゼンテ ーシ ョン」
◎ 中国地域さんさんコンソ新技術説明会
さんさんコンソの事業の紹介
◎ 第1 8 回おかやま しんきんビジ ネス交流会
◎ 産学官連携学会 第1 5 回大会
◎ 中国地域産学官コラボレーシ ョン企画会議
中国地域産学官コラボレーシ ョン会議
◎
地域ｲﾉﾍﾞｰｼ ｮ ﾝ創出2 0 1 7 in 島根
◎ 第1 3 回しんきん合同ビジ ネス交流会
◎ 第3 回しんく みビジ ネスマッ チング
◎ 資源の循環利用を考えるシ ンポジ ウム
◎ B- n e t フォーラム 2 0 1 7
◎ 岡山大学知恵の見本市2 0 1 7
◎ ＯＴＥＸ
◎ 中央西日本 メディカル・ イノベーシ ョン2 0 1 8
さんさんコンソ会議等
◎ コンソ運営会議(正会員・ 特別会員)
◎ さんさんコンソコーディネータ連絡会議
◎ 外部評価委員会
◎ さんさんコンソ企画会議（ W EB会議）
人材育成
◎ 知財セミ ナー
◆ 岡山開催
◇ 知財基礎教育セミナー（Aコース） ４回
◆ 鳥取開催
◇ 特許基礎セミナー
◇ 特許検索セミナー
◇ インターンシップ実務実習
その他事業活動
◎ C PAS Ne t の運用・ 更新
◎ HPの運用とメールマガジ ンの発行
◎ W izBiz社との連携
◆ WizBiz産学連携サイトへの掲載シーズ提供
◆ WizBizメールマガジンへの掲載（毎月末）

開催日

会場

平成29年10月24日（火）
平成29年10月5日（木）
平成29年11月2日（木）

ＪＳＴ東京本部別館
岡山コンベンションセンター
JST東京本部別館

平成29年4月19日（水）
平成29年6月15日（木）～16日（金）
毎月

岡山コンベンションセンター
栃木県総合文化センター
中国経済連合会

平成29年7月12日（水）

島根県松江市

平成29年9月13日（水）
平成29年11月15日（水）
平成29年11月24日（金）
平成29年11月28日（火）
平成29年12月1日(金)
平成30年1月17日（水）～18日（木）
平成30年1月31日（水）

コンベックス岡山
笠岡総合体育館
鳥取大学
岡山コンベンションセンター
岡山大学津島キャンパス
コンベックス岡山
岡山大学鹿田キャンパス

平成29年5月31日（水）
平成29年10月5日（木）
平成30年3月27日（火）
年4回程度(H29年度は開催実績なし）

岡山大学
岡山コンベンションセンター
岡山大学

年4回
6/1（木）、6/29（木）、7/20（木）、8/24（木）

岡山大学

平成29年9月4日（月）
平成29年9月5日（火）
平成29年9月11日（月）～13日（水）

鳥取大学
鳥取大学
特許事務所（大阪）

随時
随時
東京・WizBiz社
毎月
毎月
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■ 平成３０年度

さんさんコンソ事業実施状況■
イベント

開催日

会場

ニーズ・シーズの情報発信
◎ 中国地域版「産から学へのプレゼンテーション」

平成31年2月8日(金)

広島ガーデンパレス

◎ 中国地域さんさんコンソ新技術説明会

平成30年11月8日（木）

JST東京本部別館

◎ 第19回おかやましんきんビジネス交流会

平成30年4月13日（金）

岡山コンベンションセンター

◎ 第14回しんきん合同ビジネス交流会

平成30年9月12日(水)

コンベックス岡山

◎ 第4回しんくみビジネスマッチング

平成30年11月14日（水）

笠岡総合体育館

◎ B-netフォーラム2018

平成30年10月31日（水）

岡山コンベンションセンター

◎ コンソ運営会議(正会員・特別会員)

平成30年5月18日(金)

岡山大学

◎ 中国地域産学官コラボレーション企画会議

毎月

中国経済連合会

平成30年7月23日(月)

山口グランドホテル

◇ 特許基礎セミナー

平成30年9月6日(木)

鳥取大学

◇ 特許検索セミナー

平成30年9月7日(金)

鳥取大学

◇ インターンシップ実務実習

平成30年9月12日(水)～14日(金)

特許事務所

産学連携イベントへの参加

さんさんコンソ会議等

◎

中国地域産学官コラボレーション会議
第17回全体会議（山口）

人材育成
◎ 知財インターンシップ ◆鳥取開催

◎ 知財教育セミナー ◆岡山開催 (主催：岡山大学
◇ 知財基礎教育セミナー
◇ 知財実務教育セミナー

協力：さんさんコンソ）
5/17(木)、5/30(水)、6/22(金)
7/19(木)、8/22(水)

岡山大学
岡山大学

その他事業活動
◎ CPAS Netの運用・各大学HPへのリンク作業
◎ HPの運用とメールマガジンの発行

作業中
随時
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